Ⅱ． 教育委員会の活動状況
１．

(令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

教育委員会について

本市教育委員会は、人格が高潔で、教育、学術、文化に関し見識を有する者から市長が
市議会の同意を得て任命した教育長と４人の委員で構成されます。
平成２７年４月１日施行の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す
る法律」により、教育委員長と教育長の一本化が規定されました。本市においては、平成
２９年１０月１１日に旧制度の教育長の任期が満了し、それに伴い、同年１０月１２日よ
り新制度へ移行いたしました。
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教育委員会会議の開催状況
原則、定例会は毎月１回、また、臨時会は必要に応じて開催しており、実績としては
定例会１２回（前年度１２回）
、臨時会３回（前年度２回）実施し、教育行政に関する重
要事項等を審議しました。

【４月定例会 Ｒ２.４.２８】
＜議事＞
報告第４号

専決事項の報告について

報告第５号

行政組織の変更に伴う関係規程の整備に関する規程の報告について

報告第６号

宇治市教育委員会文書等管理規程の一部を改正する規程の報告につい
て

議案第１７号

宇治市生涯学習審議会委員の解嘱及び委嘱について

＜報告＞
１．文教福祉常任委員会について（令和２年３月３０日）
２．文教福祉常任委員会について（令和２年４月１４日）
３．令和元年度宇治市総合野外活動センターの利用者数について
４．令和２年度の小中一貫教育の取組について
５．令和元年度宇治市源氏物語ミュージアム入館者数等について
６．令和元年度情報公開の状況について
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７．「要望書」等について
８．宇治市教育委員会後援事業について
【５月定例会 Ｒ２.５.２７】
＜議事＞
報告第７号

専決事項の報告について

議案第１８号

令和２年６月宇治市議会定例会提出議案に係る意見聴取について

＜報告＞
１．文教福祉常任委員会について（令和２年５月１日）
２．文教福祉常任委員会について（令和２年５月１３日）
３．令和２年度宇治市教職員研修講座について
４．令和２年度宇治市教育研究員事業について
５．
「要望書」等について
６．宇治市教育委員会後援事業について
【６月定例会 Ｒ２.６.２５】
＜議事＞
報告第８号

専決事項の報告について

報告第９号

宇治市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関す
る規程の一部を改正する規程の報告について

議案第１９号

宇治市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する
規則を制定するについて

議案第２０号

宇治市立幼稚園規則の一部を改正する規則を制定するについて

議案第２１号

宇治市大久保青少年センター条例の一部を改正する条例の施行期日を
定める規則を制定するについて

議案第２２号

宇治市大久保青少年センター条例施行規則の一部を改正する規則を制
定するについて

議案第２３号

宇治市生涯学習審議会委員の解嘱について

議案第２４号

教育長臨時代理の報告及びその承認を求めるについて

議案第２５号

教育長臨時代理の報告及びその承認を求めるについて

議案第２６号

令和２年６月宇治市議会定例会提出議案に係る意見聴取について

＜報告＞
１．令和２年６月市議会定例会について
２．文教福祉常任委員会について（令和２年５月２９日）
３．文教福祉常任委員会について（令和２年６月１８日）
４．令和３年度宇治市立笠取小学校特認入学希望者の募集について
５．宇治市小中一貫教育推進協議会について
６．宇治市教育委員会後援事業について
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【７月定例会 Ｒ２.７.２１】
＜議事＞
報告第１０号

専決事項の報告について

＜報告＞
１．文教福祉常任委員会について（令和２年６月２５日）
２．文教福祉常任委員会について（令和２年６月２６日）
３．今後の成人式について
４．「要望書」等について
５．宇治市教育委員会後援事業について
６．新型コロナウイルス感染症にかかる臨時休業等について
【８月定例会 Ｒ２.８.２７】
＜議事＞
議案第２７号

宇治市文化財保護委員を委嘱するについて

議案第２８号

宇治市立幼稚園規則の一部を改正する規則を制定するについて

議案第２９号

令和３年度使用学校教育法附則第９条の規定による教科用図書の採
択について

議案第３０号

令和３年度以降使用中学校教科用図書の採択について

＜報告＞
１．文教福祉常任委員会について（令和２年７月２９日）
２．文教福祉常任委員会について（令和２年８月１９日）
３．「源氏ろまん２０２０」事業について
４．源氏物語ミュージアム

特別企画展について

５．歴史資料館 特別展について
６．「要望書」等について
７．宇治市教育委員会後援事業について
【９月定例会 Ｒ２.９.８】
＜議事＞
報告第１１号

専決事項の報告について

議案第３１号

令和２年９月宇治市議会定例会提出議案に係る意見聴取について

＜報告＞
１．「要望書」等について
２．宇治市教育委員会後援事業について
【１０月定例会 Ｒ２.１０.２９】
＜議事＞
議案第３２号

宇治市文化財保護事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を制定す
るについて
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＜報告＞
１．令和２年９月市議会定例会について
２．文教福祉常任委員会について（令和２年１０月２日）
３．令和３年度市立幼稚園園児募集 入園願書受付状況について
４．「要望書」等について
５．宇治市教育委員会後援事業について
【１１月臨時会 Ｒ２.１１.１８】
＜議事＞
議案第３３号

令和２年１１月宇治市議会臨時会提出議案に係る意見聴取について

【１１月定例会 Ｒ２.１１.２５】
＜議事＞
議案第３４号

令和２年度宇治市教育委員会の所管する事務の管理及び執行の状況の
点検及び評価に関する報告書を作成するについて

＜報告＞
１．令和２年決算特別委員会について
２．令和３年度教職員人事異動方針及び実施要綱について
３．令和２年度京都府公立学校優秀教職員表彰被表彰者について
４．源氏物語ミュージアム正月開館について
５．「要望書」等について
６．宇治市教育委員会後援事業について
【１２月定例会 Ｒ２.１２.１６】
＜報告＞
１．文教福祉常任委員会について（令和２年１２月１１日）
２．令和３年度宇治市立笠取小学校特認入学募集結果について
３．令和２年度児童・生徒数推計について
４．宇治市教育委員会後援事業について
【１月臨時会 Ｒ３.１.５】
＜議事＞
議案第１号

令和２年１２月宇治市議会定例会提出議案に係る意見聴取について

＜報告＞
１．令和２年度児童・生徒数推計について
【１月定例会 Ｒ３.１.２１】
＜報告＞
１．令和２年１２月市議会定例会について
２．文教福祉常任委員会について（令和３年１月１９日）
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３．第２８回市民まなびの集い「宇治まなびんぐフェスタ２０２１」の開催について
４．予算要望について
５．宇治市教育委員会後援事業について
【２月定例会 Ｒ３.２.９】
＜議事＞
議案第２号

宇治市図書館規則の一部を改正する規則を制定するについて

議案第３号

令和３年３月宇治市議会定例会提出議案に係る意見聴取について

【２月臨時会 Ｒ３.２.２６】
＜議事＞
議案第４号

令和３年度宇治市教育の重点を策定するについて

議案第５号

令和３年３月宇治市議会定例会提出議案に係る意見聴取について

議案第６号

教職員を任免するについて

【３月定例会 Ｒ３.３.２６】
＜議事＞
議案第７号

宇治市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則を制定す
るについて

議案第８号

市職員を任免するについて

報告第１号

専決事項の報告について

＜報告＞
１．令和３年３月市議会定例会について
２．令和３年予算特別委員会について
３．電子図書館サービスの開始について
４．宇治市教育委員会後援事業について

３．

教育委員の活動状況
教育委員の責務は、市教育行政における重要事項や基本方針を決定するなど、市の教育

行政全般にわたっており、教育委員会会議以外にも、会議において適切な意思決定を適宜
行うため、教育委員会協議会（年１２回）を開催しています。ほかにも、教育委員は日頃
から学校訪問や研修および各種行事等へ出席するなどの活動を積極的に行っていますが、
令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、ほとんどの各種行事が中止や出席
見合わせとなり、やむなく活動ができない状況となりました。
また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、その設置が義務付
けられた「総合教育会議」を３月に開催、新型コロナウイルス感染症の流行による子ども
たちへの影響等が懸念されるなかで、テーマを「いじめ・不登校」とし、市長と意見交換
や情報共有を行い、市長部局と教育委員会の連携に努めました。
（１）学校・幼稚園訪問
学習指導要領、京都府教育振興プラン、学校教育の重点、宇治市教育振興基本計画、宇
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治市教育の重点の趣旨に基づく教育活動の充実を図るとともに、各学校の課題に応じて必
要な支援を行うため、学校・幼稚園訪問を行っております。２年ですべての市立学校を訪
問できるように計画されており、平成３０年度には市立小・中学校１６校のうち１１校・
市立幼稚園４園のうち２園の訪問、令和元年度には市立小・中学校１６校のうち１１校・
市立幼稚園４園の訪問を実施しました。しかし令和２年度は、市立小・中学校は新型コロ
ナウイルス感染症の影響による臨時休校とそれに伴う年間指導計画の見直し等、見通しの
立ちにくい状況の下で中止となり、訪問ができませんでした。市立幼稚園は２学期中に実
施され、３園のうち２園の訪問を行いました。
実施にあたっては、訪問園の課題に応じた項目や内容を中心に、園経営の方針に関する
こと、教育課程の編成・指導計画に関すること、研究内容に関すること、障害のある幼児
に関すること、幼小接続に関することを重点事項として着目しました。
また、入学式や卒業式等の儀式的行事については、昨年度同様、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、委員をはじめ来賓の出席を見合わせるなど簡素化して行われました。
（２）各種行事等への出席
例年は宇治市成人式等の教育委員会主催事業のほか、公民館まつり等の各種行事等に出
席していますが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止や出席見合わせとなり、年
間３回（前年度１５回）の出席となりました。
また、各種行事等のほか教育委員会内の研修会や勉強会に出席しました。
＜教育委員が出席・参観した教育委員会関連事業（教育長のみ出席分は除く）＞
山城地方教科用図書採択地区協議会
善法文化祭
小・中義務教育学校退職教職員辞令交付式
（３）会議および研修等
開催日
R2.5.29

会議・研修名

開催場所

京都府市町村教育委員会連合会定期総会

新型コロナウイルス感染症の
影響により書面にて議案賛否

R2.8.20

教育委員・校長会研修会

宇治市生涯学習センター

R2.8.21

教科用図書の採択にかかる勉強会

宇治市役所

R3.3.11

第１回総合教育会議（※）

宇治市役所

「いじめ・不登校について」

（※）宇治市総合教育会議
「総合教育会議」は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、地方公共団体の
長が設置し招集するとされていることから、市長部局が事務を行うところですが、本市で
は教育委員会が補助執行機関として事務を行っています。
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